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コンビネーション３３４号 

（前号は 333 号、その前は 332 号でした） 

地道なトレーニングがあったから 

 

函館チェスサークル・インターネット通信 

２０１６年１０月１４日 発行 

 

最終ラウンドの金澤さん（前右） 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

札幌オータム・チェス大会 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

今年、函館サマーを制した金澤さんが今度は札幌

にチャレンジです。10 月 9日～10日札幌で行われ

た恒例の札幌オータム・チェス大会に金澤さんが乗

り込みました。 

最終５ラウンド、自力優勝をねらえる位置まで勝

ち進んだ金澤さん。相手は全道王者、今回４ラウン

ドで杉本さんを破った大学生の山之内さんです。北

海道の新星どうしの一騎打ち！ 

さて、結果は… 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

山之内さん単独優勝 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

優勝するには勝つしかない金澤さんは押され気味

ながら勝負に行きましたが、残念ながら正確に応じ

た山之内さんの単独優勝を許してしまいました。準

優勝が杉本さん、金澤さんは３位入賞です。 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

チャレンジしに行く金澤さんの心意気 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

実は長旅のあとでチェスをするのはかなり大変

で、函館のプレーヤーが札幌、東京で入賞するため

にはその壁をやぶらなければなりません。言い訳に

はなりませんが、やはりアウェーゲームはチェスで

もあるのです。 

 

杉本さん（左手前）と優勝の山之内さん（奥） 

それを知りながら札幌までチャレンジに行く金澤

さんの心意気を、生徒のみなさんには感じて欲しい

と思います。少なくとも優勝の可能性は感じて帰ら

れたのではないでしょうか。 

それにしても山之内さんは、強い。金澤さん、杉

本さんをやぶっての優勝は価値がありました。この

若者が今後どこまで行けるのか注目に値します。 

（大会のクロステーブルの写真はＨＰに掲載） 

金澤さんにはぜひリベンジを期待しましょう！ 

 

札幌オータム・チェス大会記念写真 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

チェス・オリンピアード参加レポート(1) 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

今回のオリンピアードは自

分にとってとても良い大会

となりました。チームは、

目立ったアップセットこそ

なかったものの、着実にポ

イントを積み重ね、5勝 4

敗 2ドローの 12ポイントで

68 位。過去最高の順位とな

りました。 
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個人としても、9試合で 5勝 2 敗 2ドローの 6ポイン

トとなり、オリンピアード勝率 65%を達成して、FIDE マ

スターのタイトルを獲得することができました。負けた

2 試合も決して恥ずかしくない内容であり、自分のプレ

ーの質にも満足しています。 

このパフォーマンスの原動力となったのは、コーチで

ある Misha（ミーシャ）の教えです。Misha は実に半年間

もの間、自分の準備やトレーニングに付き合ってくれま

した。Misha の協力がなければこのクオリティで大会に

臨むことはできませんでした。 

ですが、Misha の教えを自分のチェスに取り入れるこ

とができたのは、この 2～3年積み重ねてきた地道なトレ

ーニングがあったからだと思います。自分のチェスを 1

から見直して基礎を鍛えなおし、少しずつ変化しなが

ら、遠回りでも確実に強くなろうともがいた経験が、こ

の大舞台で活きた気がします。 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

山田弘平の自戦記（オリンピアードのゲームから） 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

これから何回かに渡って、オリンピアードのゲームか

ら印象に残っているものを紹介します。 

自分の考えの全てを書くことはできませんが、少しで

もチェスの楽しさや奥深さが伝われば幸いです。 

日本チームの初戦は前回オリンピアードの銅メダリス

ト、ハンガリーが相手でした。史上最強の女性プレーヤ

ー、Judit Polgar（ユデット・ポルガー）がコーチとなっ

たハンガリーは、前回大会ほどの強さはないものの、非

常に手強い相手でした。 

日本チームは南條が引き分けたものの、他のゲームを

全て負け、初戦は負けのスタートになりました。 

自分も途中は引き分けるチャンスがあったものの、時

間が増える直前、40手目が敗着になり、若き IMに負け

てしまいました。 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

２ラウンド対スリランカ戦 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

さて、今回ご紹介するのは、その次のラウンド、スリ

ランカ戦です。チーム構成を考えれば、1番ボード、2番

ボードの小島、南條は手堅く勝てるところであり、3番

ボードの自分が勝てればチームの勝ちは堅いと考えまし

た。 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

白：山田弘平 

黒：プリヤンカラ（Priyankara） 

2016年バクー，アゼルバイジャン 

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 

5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. O-O Nc6  

8. d5 Ne7 

相手は攻撃的な定跡である Kings Indian Defense（キン

グズ・インディアン）を選択してきました。事前の研究

で、相手の得意戦法であることはわかっています。 

9. b4 （図１） 

 図１ 黒番 

 

KingsIndian の中でも最も激しい Bayonet Attack（バヨ

ネ・アタック）です。研究勝負になりやすく、世界トッ

プクラスのゲームではなかなか現れませんが、我々のレ

ベルでは根強い人気のあるラインです。 

何度も経験がある形なので、ここまではノータイムで

進めていたのですが、黒の手が止まります。 

9... Ne8 ?! 

驚くべきことに、黒はこの手に 30分以上を費や

してきました。ここは 9...Nh5 がメインラインで、

Priyankara の過去のゲームでも Nh5 と指していま

した。おそらく彼はこちらの研究を外したかったの

だと思いますが、そのために貴重な持ち時間を 30

分も使ってしまったのは得策ではなかったと思いま

す。 

10. a4 Kh8 11. a5 

白はクイーンサイドでスペースを取り、プレッシ

ャーをかけに行きます。 

11...a6 12. c5 f5 13. Bg5 

12. Nd2 Nf6 13. f3 (白やや良し)も有力でした。 
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13...Nf6 ?! （図２） 

図２ 白番 

 
働いていないピースを活用する自然な手ですが、

13...dxc5 14.bxc5 h6! 15. Bxe7 Qxe7 とビショップを消して

おく方が良かったようです。以下 16.c6 bxc6 17.dxc6 とク

イーンサイドのピースを押さえ込みに行く予定でした

が、局面が開けば黒にも強力なダブルビショップを使う

チャンスが出てきます。 

14. Nd2! Nxe4 15. Ndxe4 fxe4 16. Nxe4 

この展開は白の攻め駒であるナイトがセンターに居座

ることができ、白にとって不満がありません。 

16...Bf5 17. Bf3 h6 18. Be3 g5（図３） 

図３ 白番 

 

黒はキングサイドのポーンを伸ばしてプレッシャーを

かけてきます。このように自分のキングの前から攻める

ことで、切るか切られるかの勝負にするのがこの定跡の

醍醐味です。 

白は次の 19...g4に対処する必要がありますが、19. h3 

Ng6 の展開は、次の Nh4を気にしなければならず、自信

が持てませんでした。なるべく相手にわかりやすい手を

与えないよう、10分ほど考えて次の手をひねり出しま

す。 

19. Ng3 !? 

g4 からのピースダウンをさけつつ相手のダブルビショ

ップを消しにかかります。19...e4 が気になるところです

が、強く 20.Bxe4! が好手で、以下 20...Bxe4 21. Nxe4 

Bxa1? 22. Qxa1+ Kh7 には、23.Bxg5!で黒の陣地は完全に崩

壊します。 

19... Bg6 20. Rc1 Qd7 21. Qe2 Nf5 ?!

（図４） 

図４ 白番 

 

そこで黒はビショップを逃げましたがその隙にこちら

も Rc1～Qe2 と攻撃態勢を整えます。スペースの狭い黒

はピースを交換するべく Nf5と跳ねだしてきましたが、

この手に対してはしっかりと読みを入れて対処します。 

22. Bg4! Nxg3 23. hxg3 

Bg4 と出て黒のクイーンにプレッシャーをかけます。 

遠く c8にも利いているため、将来 c ファイルが開いたと

きの Rc8を牽制しているのもポイントです。 

そしてもう一つ、別の狙いがあります。 

23...Bf5？ 

慣れないオープニングで小考を重ねてきた相手は、こ

の勝負所で貴重な 5分を費やし、ビショップをぶつけて

きました。しかし、黒の駒の中で最も働いている白マス

ビショップを交換してしまったため、黒陣の白マスの弱

さが浮き彫りになりました。 

そして、残った黒マスビショップは自分のポーンに囲

まれており、十分に働くことができません。 

24. Bxf5 Rxf5? （図５） 

このゲームで唯一、相手がノータイムで指したこの手

が敗着になりました。ですが、24...Qxf5 25.Rfd1 でも白の

優勢は揺るがないでしょう。 
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図５ 白番 

 

黒に残されたピースは働きの悪いピースばかりであ

り、白の攻めに対抗する受けも、怖い反撃の手段もあり

ません。 

25. c6 ! 

勝ちを決定づける好手です。たった一手で a6と c7の

両方が弱点となり、受けが難しくなります。 

このあたりで周りを見渡すと、思ったほど景色がよく

ありません。小島は問題なく勝ちそうでしたが、隣の唐

堂は格上相手に苦戦中、そして南條のボードに目をやる

と、キングサイドが完全に崩壊し、キングが逃げ出して

いる真っ最中でした！ 

優勢は得たものの、チームのためにはこの試合を落と

すわけにはいかないと、気を引き締めます。 

25...bxc6 26. Rxc6 Rb8 27. Qc4 

27.Qxa6 も可能ですが、万が一が起こらないよう、反撃

のチャンスを与えずゆっくり局面を改善していきます。 

27...Rf7 28. Rb1 Qf5 29. Rc1 e4 30. 

Rxa6 h5 31. Rc6 h4 （図６） 

図６ 白番 

 

小刻みに時間を使って、ここが最後の山場です。 

もちろん、よほどひどい手を指さなければ勝てる局面

ですが、このような場面でもきちんと読み切って勝つと

いう練習を、オリンピアード前に繰り返してきていま

す。 

日本のトッププレーヤーのレベルでは簡単な局面です

が、この場面はその成果を見せるところだと思っていま

した。 

32. gxh4 gxh4 33. Rxc7! Bb2 

33... h3 34.Rxf7 Qxf7 は 35.Qxe4 であり、33... Rff8 

34.Bd4 Be5 は、35.Bxe5 Qxe5 36.a6! h3 37.a7 Ra8 38. Qc3! 

であり、他にも変化はあるものの、黒の攻めは届きませ

ん。 

この後は特に難しいところもなく、無事このオリンピ

アード初勝利です。 

34. Rxf7 Qxf7 35. Bd4+ Bxd4 36. Qxd4+ 

Qg7 37. Qxg7+ Kxg7 38. Rb1 Kf6 39. b5 

Ke5 40. b6 Kxd5 41. a6 1-0 （図７） 

結局このラウンドは、唐堂が負けたものの小島と自分

が完勝し、先に 2ポイントを取りました。チームの勝ち

にはあと 0.5ポイントが必要でしたが、最後に残った南

條は途中駒損し、かなり苦しい展開だったと思います。

しかし、南條はそこから底力を発揮し、少しずつ局面を

難しくしていき、最後はポーンダウンながら強力なカウ

ンターを入れることで、最後の 0.5ポイントをもぎ取り

ました。 

図７ 黒番（黒リザイン） 

 

スリランカ戦は 2.5-1.5で勝利。大勝ではなかったもの

の、まずまずの出だしでした。 

ちなみにスリランカチームとは同じホテルで、この試

合の後も何度か食堂で軽く話をしたりしたのでした。普

段は話す機会のない国の人とも交流できるのが、海外大
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会の大きな楽しみの 1つです。 

（文：ＣＭ山田弘平 文中敬称略） 

 

＜宿題は上のゲームを並べてみること。できれば白の

好手（！のついた手）を暗記してきてください＞ 

 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

インターナショナル・マスター小島慎也 来函！ 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

 

小島慎也（右）小島慎也ブログより転用 

ブレーキング・ニュース！ 

今回、山田弘平は日本チーム４将としてオリンピ

アードに出場しましたが、チーム１将を務めたのが

小島慎也さんです。 

小島さんはインターナショナル・マスターの称号

を持ち、ＩＭ南條さん、羽生さんとともに日本チェ

ス界の頂点に立つプレーヤーと言っていいでしょ

う。その小島さんが函館に来ます！同じく日本女子

の代表選手であった福谷なつみさんも！！ 

ＣＭ山田の凱旋参加だけでも大会レベルがちがう

函館チェス大会でしたが、これでさらに平均レイテ

ィングが上がりました。しかも女流プレーヤーが函

館に来るのは初めて！ 

全国のみなさん、この機会にぜひ函館にお出でく

ださい。小島さん、山田弘平とプレーするチャンス

がありますし、他の楽しみもいっぱい！会場はアク

セスしにくいですが、車で送迎の予定です。 

また、１１月２５日（金）の夜 18時から小島さ

んの同時指導対局を行います！ 

ＩＭ 小島慎也 来函！ 

 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

函館チェス大会プロフィール 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

名  称：函館チェス大会２０１６ 

日  時：２０１６年１１月２６日（土）１２時～

２７日（日）１８時 

場  所：花園団地集会所 

大会形式：３０分＋３０秒クラシカル、 

５ラウンド・スイス、ＪＣＡ公式戦 

参加資格：ＪＣＡ会員（参加費 1,000円、学生以下

半額）事前エントリー（しめきり１１月２４日） 

連 絡 先： kamiyakumo@gmail.com 函館チェス・

サークル宛までメールなどでお願いします。 

ＴＤ審判：金城満寿美 

主審：金城康弘、補助審判：山田明弘、金澤健一 

主  催：函館チェス・サークル 

（ＴＤ、主審、審判は予定） 

 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

宿題 解答 

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ 

問題１ 1… Qa1+ あるいは Qb1+ これでメイ

トです。透弥君の大逆転。答え２つあり(^^; 

問題２ 1.Nd7 ! フォークで優勢。凱帆君の手。 

問題３ 他の手もありですが、1… Qa2 ! が実戦

的な勇成君の好手。（これも正解はいろいろ

あるところでした。すみません！） 

問題４ 1… d4 黒優勢。紗可ちゃんの手。 

問題５ 1… Bxc6 2.dxc6 d3 黒のナイトはピ

ンなので動けません。快成君の手。 

問題６ 1.Nf1 ! 盤上この１手。Nf1-e3-d5 とセ

ンターの大事なポスト d5にナイトを置く。 


